
1 
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中間評価資料（進捗状況報告書）  

 
１．概要 
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研 究 所             

プラズマ研究所               

President/Professor Jie ZHANG      
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２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標と現時点における達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

【共同研究】高強度フォトンを使う高エネルギー密度状態の科学を我が国主導のもとに、アジアにおき一層発

展させるため、相手国拠点 中国上海交通大学、インドIPR,韓国KAERI と大阪大学を結ぶ研究教育ネットワー

クを確立する。大阪大学の世界でも有数の高出力超高強度レーザーや複数の高性能レーザー（関西光研、中国、

インド、韓国）を共同研究実験に用い、またインドIPR と共同開発する新流体コードを用い、韓国KAIST・KAERI 

の原子・分子データベースを駆使し共同研究を進める。これによりデータベースに基づく実験・理論による高

エネルギー密度科学の学問体系を構築することが可能となる。世界の高エネルギー密度科学分野で、我が国の

拠点及び他大学・研究所の研究者がリードする①相対論レーザープラズマ相互作用、②プラズマデバイス、③

実験室宇宙物理、④粒子加速及び⑤極限環境下の材料科学という５本の基軸テーマを展開する。アジアからの

参加研究者もこれらのテーマに関わる一流の研究者が集まっており、緊密な共同研究展開が可能となる。 

【情報ネットワーク】これまで、共同研究で確認され確立された各国の特徴を最大限に活かし科学研究を推進

する。特徴（1）海外機関及び我が国の複数の高性能レーザー装置で共同研究を組み合わせる効率運用、（2）

韓国の得意とする原子・分子データの一層の充実とアクセスの強化、（3）インドで発案される独創的な流体

コード開発に代表される数学・物理概念の共同研究へのいち早い組み込み、(4)中国が得意とするシミュレー

ションパラメータサーベイなどを実施する。こうした展開は、拠点を中心として既に世界的評価が高い高エネ

ルギー密度状態の科学研究を新しいフェーズに進展・拡大させることにつながり、ひいてはアジア全体の研究

の活性化をさらに促す。 

【若手育成】国際共同研究では、テーマに応じた複数の教授・若手ペアを双方の国で組織し、綿密な打ち合わ

せにより研究計画を立て実施する。このシステムにより若手は、短時間のうちに国際的な共同研究ノウハウを

効率よく継承・発展させる。拠点における大学院高度副プログラム「学祭」や「国際物理コース」をベースに

した日本及びアジアからの参加大学院生の教育を実施する。本計画で育つ若手研究者は、引き続き拠点におけ

る博士研究員制度、関西光研の博士研究員、任期付き研究員（外国人登用含む）制度を使った研究を実施する。 

【ＨＰ公開資料】 
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○目標に対する達成度とその理由 

 上記目標に対する 2 カ年分の計画について、 

■十分に達成された 

□概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

【共同研究】本事業の５つの柱である①相対論レーザープラズマ相互作用、②プラズマデバイス、③実験室宇

宙物理、④粒子加速及び⑤極限環境下の材料科学に関しては、共同研究（実験と理論・シミュレーション）が、

双方が積極的に連携することで具体的な研究成果が出つつある。①のカテゴリーを例に取る。実験は、主に大

阪大学レーザーエネルギー学研究センター（全国共同利用施設で、海外からのユーザーにもレーザーマシンタ

イムを与えている）、インド TIFR,中国上海光学精密機械研究所の中型～大型のガラスレーザー及びチタンサ

ファイアレーザーを用いた実験が開始された。インドでの実験では羽原（阪大）らの率いる若手を含むチーム

が平成 24 年度数ヶ月にわたり共同実験に参加し、日本側が提案した回折格子をターゲットとし、それに超高

強度レーザーを照射することで、表面プラズモンを誘起しレーザーとプラズマの相互作用の効率が格段に向上

する結果を得た。これは今後インドでの追試実験を経て Nature 等の著名ジャーナルに投稿予定である。この

共同研究では、田中（事業代表）と若手（羽原准教授、岡林（D3）、三島（D1））等がペアとなり当初の計画通

り共同研究を立ち上げ、実施に至らせるまでのプロセスを体験することで当初の計画通り、若手がこうした国

際共同研究をどのように実施に移して成果をあげるのかを学ぶことができた。IPR からは、共同研究のベース

となる重要な物理モデルが 2 編の論文として示され、（PHYSICS OF PLASMAS 16, 040701 2009）、それを受けて

日本側は、より精緻なシミュレーションモデルを構築し、博士論文としてまとめた（岡林篤紀、大阪大学工学

研究科 電気電子情報工学専攻、平成 24年度 3月博士論文）。この成果は一部平成 25年度の Physics of Plasma

誌に論文”Stopping and transport of fast electrons in superdense matter”として掲載が決まっており、

今後さらにシミュレーション部分が論文としてジャーナルに掲載される予定である。 

②のカテゴリーでは、韓国 KAERI と阪大との間で、若手（申(D3)）博士課程の研究が進められている。 

③のカテゴリーでは、平成 24 年度に中国の上海交通大学、上海光学精密機械研究所との間で打ち合わせが行

われ、平成 25 年度初頭に、1 ヵ月にわたる共同実験が上海光学精密機械研究所において実施され成功した。

成果は、平成 25年 9月の Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA)国際会議において発表される。

④では、関西原研が主催する国際プラズマスクールに若手（助教、大学院生（水田(D3)等）を参加させ育成を

図った。また中国でのワークショップに関西原研若手研究員（匂坂 明人）が参加し最新の研究成果を発表し、

共同研究の可能性を探った。 

⑤では、初年度、二年度と続けて田中、廣岡が KAERI及び漢陽大学校（韓国）との共同研究を進めるべく相手

機関を訪問し、共同研究を設定した。セミナー開催については、初年度スタートワークショップとして 4カ国

拠点機関を含む総勢 60 名以上が集まり、最新の研究成果を発表の後、今後の展開を議論した。2 年度は、中

国がセミナー開催を担当し日本から 10 名あまりの研究者（シニア、若手）及び大学院生が参加し、共同研究

の成果を含む最新の成果を情報交換した。中国側からは、100名を超える参加者があり日本学術振興会のアジ

ア研究教育拠点事業「高強度フォトンを使う高エネルギー密度状態の科学」セミナーとして十分に認識された。 

【情報ネットワーク】 

（1）「海外機関及び我が国の複数の高性能レーザー装置で共同研究を組み合わせる効率運用」に関しては、活

発な共同研究の下に日本、中国、インドにおいて相互にレーザー装置が効率良く使用されていることは上述か
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らも明らかである。 

（2）「韓国の得意とする原子・分子データの一層の充実とアクセスの強化」データベースへのアクセスは、極

限材料開発のチームにおいて阪大・核融合科学研究所と漢陽大学校、KAERIの間で始まっており、今後日本側

のプラズマ衝突シミュレーションや状態方程式の研究開発が進むに連れてさらに連携が強まると考えられる。 

（3）「インドで発案される独創的な流体コード開発に代表される数学・物理概念の共同研究へのいち早い組み

込み」については、上述のインドの独創的な物理モデルがベースになって日本側（阪大）でより精緻な粒子コ

ードシミュレーションの開発に繋がっている例からも明らかである。 

(4)「中国が得意とするシミュレーションパラメータサーベイなどを実施」この点については、③のカテゴリ

ーである実験室宇宙物理のシミュレーション研究において阪大（高部、蔵満、森高）と中国 IAPCMとの間で、

大規模なパラ－メータサーベイ計算が合意され実施された。この結果に基づいて、平成 25 年度初頭の上海光

学精密機械研究所での共同実験が可能となった。 

【若手育成】教授・若手ペアによる共同研究の推進は、当初の計画通り、複数のテーマで実際に非常に上手く

機能している。インドにおける共同実験研究は、数ヶ月に及ぶものであり、若手准教授、大学院博士課程学生

が国際共同研究の立ち上げから実施までを経験し自らだけでも実施が可能な状態になりつつある。また、この

事業では、若手大学院生を対象とするスクールの実施は範疇外であるが、国内他機関（関西原研）が実施する

国際スクールにこの事業から講師及び、聴講学生を参加させることができており、実質的に大学院生レベルの

若手育成に有効に役立っている。また平成 25 年には、アジアプラズマ物理学会が日本物理学会及び応用物理

学会主催のもと 7月に開催される。この会議にアジア研究教育拠点事業「高強度フォトンを使う高エネルギー

密度状態の科学」より講師を派遣するとともに、共同研究成果を発表する為に、研究者・大学院生が参加する。

また、これに先立つ 7 月 8日からは、東アジアプラズマスクールが開催される。同じくここにも本事業より講

師を派遣し、大学院生が聴講及び研究成果発表のため参加する。 

 

３．これまでの研究交流活動の進捗状況 

（１）これまで（平成 25年 3月末まで）の研究交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」の交流の

形態ごとに、派遣及び受入の概要を記入してください。※各年度における派遣及び受入実績については、「中間評価

資料（経費関係調書）」に記入してください。 

○共同研究  

 【概要】 

相対論レーザープラズマ相互作用に関しては、(1)超高強度レーザーによる表面プラズモン励起を通じたレー

ザープラズマ結合効率の大幅な向上、(2)相対論的高速電子の高密度プラズマ中でのエネルギー散逸過程に関

してインド(TIFR, IPR)、日本(阪大、名大、核融合研、摂南大学、東工大)双方のレーザーシステムを用いて

世界をリードするユニークな研究成果が出ている。既に、平成 24 年度には日本側から Phys. Plasmas に(2)

に関する論文掲載が決定している。(1)に関しては、インドにおいて日本側の主導のもと追試実験を行い、粒

子コードシミュレーションにより結合効率向上の物理モデルを作りあげることで論文化が可能となる。実験室

宇宙物理の分野においても大規模な共同研究が展開されており、平成 25 年 5 月には、1 ヵ月を超える共同実

験が上海光学精密機械研究所にて実施された。これに先立ち、日本と中国の共同研究として、大規模な理論シ

ミュレーション研究が IAPCM と阪大の連携で実施された。韓国とは、レーザー光学に関して双方に意義のある

情報交換が、行われた。また KAERI のレーザー装置を使った阪大との共同実験の準備が進められている。イン

ド、中国、韓国からは、この 2年間受け入れとしては、共同研究の打ち合わせ、実験参加、本事業セミナー、

国際会議での発表などという形で実施された。 
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○セミナー  

 平成２３年度 平成２４年度 

国内開催    1 回   0 回 

海外開催 0 回 1 回 

合計 1 回 1 回 

【概要】 

初年度セミナーは、2011 年 1１月に金沢で開催した。本事業のスタートを飾るものとして、60 名あまりの本

事業関連研究者が日本、韓国、中国、インドから参加した。特に拠点機関であるインド IPR の所長 PK Kaw 氏

及び韓国 KAERI 主任研究員 Young-Joo RHEE 氏が参加した。中国拠点機関からは、大学長であり本事業中国側

代表の Jie Zhang 教授は、多忙のため出席がかなわなかったが、彼の代理として Zheng Ming Sheng 教授が参

加した。このセミナーでは今後 5年間継続して共同研究を展開し、お互いに連携を強め合って若手の育成とア

ジアの高エネルギー密度科学の研究レベル向上に努める事が合意された。 

二年度は、中国の LIMIS(The 2nd International Symposium on Laser Interaction with Matter)国際会議(2012

年 9月西安)をセミナーとの共同開催とした。これにより日本からは大学院生、若手研究者を含む 10名の研究

者が参加でき、セミナー参加者合計は 100 名を超える盛況であった。会議開催案内のウェッブなどには、日本

学術振興会のアジア研究教育拠点事業「高強度フォトンを使う高エネルギー密度状態の科学」セミナーである

ことが明示されており本事業の存在を示す非常に良い機会となった。日本・中国双方から、本事業共同研究成

果が、主に相対論レーザープラズマ相互作用及び、実験室宇宙物理に関して発表された。 

 

○研究者交流  

  【概要】 

その他にも核融合科学研究所とインド IPR、東京工業大学と中国レーザー研究所間で共同研究などを立ち上げ

る事が出来た。特筆に値するのは、大阪大学と Indian Institute of Technology Hyderabad との間に大学間

学術交流協定の正式な調印に漕ぎ着ける成果を得ることが出来た。 又、9 月にはインド、韓国、中国の拠点

機関代表と共同で、高エネルギー密度科学に関する国際会議を計画する事が合意された。 

 

（２）（１）の研究交流活動を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「若手研究者の育成」、 

及び「研究教育拠点の構築」の観点から記入してください。 

○学術的側面 

本事業がカバーする分野は、「高エネルギー密度科学」と呼ばれる分野に対応する。レーザー光の強度は、1018 

W/cm2以上を優に超え固体などのターゲットに照射されるため、レーザー電界内の電子は加速を受けて光速（相

対論）に達する。こうした極限状態での「レーザーとプラズマの相互作用」において新しく、ターゲット表面

を回折格子として強制的に表面プラズモンを励起させる事で、レーザーとプラズマ（ターゲット表面）との相

互作用による電子生成効率を改善する手法は世界で類を見ない独創的なものである。また、高速電子（光速の

速度を持つ電子）が高密度プラズマ中にどのようにエネルギー付与を行うかを EMHD 理論及び粒子コードシミ

ュレーションで、解析し通常こうしたプラズマを素通りする筈の電子が、強度とエネルギーが大きい電子束を

形成する場合、ピンチ効果により著しくエネルギー付与を行う事が判りつつある。こうした学術成果は、本事

業のインド（Tata Institute of Fundamental Res., Inst. Plasma Res.）と日本（大阪大学、核融合研、東

工大、摂南大学、立命館大学）との共同研究及び連携による成果である。 

「実験室宇宙物理」では、宇宙に於ける高エネルギー粒子の存在は、長くその物理機構が未解明であった。こ
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のグループはそうした未解明の課題にレーザー実験室宇宙物理という自らが考案した手法で挑戦している。す

でに大阪大学の予備実験では、無衝突衝撃波がこうした粒子の加速機構に寄与しているという推測をつけてお

り、今回の共同研究は、この課題に取り組むものである。 

中国側の拠点研究機関の Jie Zhang教授、上海交通大学学長も、並々ならぬ関心を持っており共同研究に非常

に前向きであるため、様々な中国側からの支援を受けることが出来た。結果は、高部教授（阪大）が、このテ

ーマについて北京大学で公開討論会が開催され、その成果が披露される機会を持てたことは特筆に値する。今

後 Phys.Rev. Lett.などへの成果公開が進められる。論文等の学術成果は本事業名が明記されたものに限り、

掲載している。この方針が本事業参加者（中国、韓国、インド、日本）に再三の連絡にも拘らず十分認識され

ておらず、実際の関連成果は掲載分の数倍にのぼる。今後はこの連絡の徹底を図る。 

○若手研究者の育成 

「レーザーとプラズマの相互作用」においては、田中（阪大事業代表）のもと、岡林（阪大 D3）、三島（阪大

D3）、畑（名大 D3）及び准教授羽原が、TIFR及び IPRとの共同研究を自立できる程度にまで、研究打合せ、実

施、成果検討のプロセスに習熟しつつある。「実験室宇宙物理」においては、蔵満（阪大助教）、森高（阪大Ｐ

Ｄ）らが、上海光学精密機械研究所、上海交通大学、北京物理研究所、IAPCM（応用物理計算数学研究所）と

の共同研究を高部教授、坂和准教授（阪大）の指導のもとに、同様な習熟を見せている。その他に研究者交流

を通じて、佐藤（東工大、M2）、柳川（名大 D3）、中田、藤本（阪大准教授、助教）等が、中国東南大学、イ

ンド IPR、韓国 KAERI との共同研究を通じて育ちつつある。また、インドでは、田中が論文査読の学外指導教

授として、IPRの Yadav氏を担当し、同氏は博士課程を修了した。IAPCM に於いては、CAI（研究員）が他二名

の博士課程大学院生とともに、高部教授の指導を受けている。また、理学部の国際コースを通じて本事業に関

連して Liu, Weiwu（Ｍ１）が阪大大学院に中国から在籍している。こうした若手世代が育つことは、次世代

の研究者が個人的な信頼関係のもとに、継続的に共同研究を展開できる下地が整いつつあることを示してい

る。 

○アジア地域における研究教育拠点の構築 

本事業に参加する 3カ国（中国、インド、韓国）の拠点機関代表と本事業代表は、年間を通じて日常的に連絡

を取り合い、進行する共同研究について意見交換してきた。これにより、双方の信頼感は、これまで以上に高

まり、今後アジアでの高エネルギー密度科学に関する研究・教育を推進する地盤作りが出来つつある。 

具体例としては、毎年国を換えて実施しているセミナーは、成果発表の場としても最適なものであり、且つよ

り広い層に渡って交流ができる場でもある。勿論こうした機会を捉えて共同研究の実験設計、成果発表の論文

とりまとめなどの打ち合わせが頻繁に行われる体制が構築された。 

さらに、平成 25年度より、KAERI の RHEE拠点代表が議長となり、アジアで最初の高エネルギー密度科学ワー

ク シ ョ ッ プ 開 催 が 計 画 さ れ て い る 。 こ れ は 、 高 速 点 火 ワ ー ク シ ョ ッ プ

（ https://lasers.llnl.gov/workshops/fiw2012/index.php ）、 国 際 高 エ ネ ル ギ ー 密 度 科 学 会 議

（http://web.luli.polytechnique.fr/ICHED2013/）など欧米主導で開催されている国際会議に対して、初め

てアジア主導で立ち上げる会議となる。この推進には、事業代表が緊密に RHEE 教授と連絡を取り合い進める

予定である。 

また、大阪大学レーザー研、インド TIFR、中国上海光学精密機械研究所のレーザー装置が本事業関連研究者

に開放されて長期間の実験が可能となる体制が初めて本事業により確立した。 

 

伊瀬（阪大・教授）により、インド工科大学ハイデラバード校と大阪大学の間に、大学間学術交流協定の締結

が行われた。これは、インド側からの要請に応えたものであり、高エネルギー密度科学分野におけるだけでは

https://lasers.llnl.gov/workshops/fiw2012/index.php
http://web.luli.polytechnique.fr/ICHED2013/
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なく、大学間の大学院生を含む交流、研究交流、教育交流を可能とする基盤が構築されたことになる。本事業

の研究基盤があって初めてこの交流協定にたどり着くことができたものであり、その意義は大きい。既に上海

光学精密機械研究所、上海交通大学、TIFR とは、大学間学術交流協定もしくは部局間学術交流協定が結ばれ

ている。 

 

 

４．事業の実施体制 

本事業を実施する上での、「日本側拠点機関の実施体制」、「相手国拠点機関との協力体制」、及び「日本側拠点 

機関の事務支援体制」について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

ここまで 2年間日本側拠点機関(阪大)として、インド、中国、韓国との共同研究、研究者交流、若手育成、セ

ミナー開催の連絡を主導的に進め、参加する大学・研究機関の研究者・大学院生の研究教育活動が遅滞なく効

率的に進められるよう事業代表と事務（国際交流オフィス国際交流課）とが一体となり、サポート体制を敷い

た。 

新しくアジアでの共同研究を開始したい意向を持つ研究者に対しては、積極的にインド、中国、韓国の「高エ

ネルギー密度科学」に関する大学・研究機関の情報を紹介、相手側研究者を紹介するなどして参加を促した。 

事業代表は、日頃から国内協力機関の研究者とは、打ち合わせを頻繁に行い共同研究、交流の実態の把握に努

め出来る限りの提案を行ってきた。 

 

○相手国拠点機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

中国の拠点機関代表者は、Jie Zhang上海交通大学学長である。当初から「並々ならない意欲を持って本事業

を進める」と宣言してのスタートであり、中国側（上海光学精密機械研究所、中国科学技術大学、北京物理研

究所など）を連携し、共同研究推進に最大限の努力を払ってきた。その結果として、平成 25 年初頭の上海光

学精密機械研究所での 1ヵ月に及ぶ大規模共同実験の成功に結びついている。 

インドの拠点機関代表者は、Predhiman Kaw教授・所長である。世界的に著名なプラズマ理論物理学者でもあ

り、直接二国間の共同研究テーマを提案するなど当初から非常に積極的に本事業を支援してきた。 

この提案されたテーマの下、若手研究者となる博士課程学生がインド側で１名、日本側で 2名がこの 2 年で博

士号取得した。Kaw教授の参加は、共同研究成果だけではなく若手育成という観点からも非常に効率的に機能

した。 

韓国の拠点機関代表者は、Young Joo RHEE 教授 KAERI 主任研究員である。日本との共同研究で、阪大（宮永

ら）のサポートを受けながら、同研究所のレーザー装置立ち上げ、レーザー装置改修を進めることが出来てお

り、共同研究実験の打ち合わせも積極的に行っている。また彼を初代議長としたアジア主導の「高エネルギー

密度科学」の国際ワークショップ開催を本事業代表者と検討している。 

具体的なネットワーク構築としては、この事業を通じて日本、中国、インドのそれぞれ性能には特徴のある中

型～大型レーザー装置を各国研究者が使えるようになり、共同研究が大幅に進展する体制を整えることが出来

た。また、複数の大学間、部局間学術交流協定の締結をベースに、今後も長期に亘り、研究者・大学院生が交

流できる下地を作りあげつつある。 

○日本側拠点機関の事務支援体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

大阪大学国際交流オフィス国際交流課は、オフィス長以下事務職員が本事業運営に対して責任を持って、事務

処理を行ってきた。処理範囲は、阪大に留まらず国内参加協力機関全てであり事務量は膨大なものとなってい
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るが、効率を落とさずに進められて来た。大阪大学大学院工学研究科の評価・広報係、産学連携係も同様に、

本事業運営に対して責任を持って、事務処理を行ってきた。 

 

 

５．この課題に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に発表した論文等で、この交流の成果であり、本事業名が明

記されているものを記載してください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、

相手国の参加研究者との共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。また、相手国が 2 カ国以上ある場合は、

どの国の参加研究者との共著論文かがわかるように「相手国名」欄に記入してください。 

 

 

（１）学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。また「査読」欄に○印を付すこと。 

整理番

号 

著者名、発表論文名、学会誌名、発表（年月巻号等 査読 

 

相手国名 

（共著の場

合） 

１ Takuya KONO, Akinori ISHIKAWA, Seigo MISAKI, Atsushi SUNAHARA, Satoshi TANAKA, 

Toshinori YABUUCHI, Yoshi HIROOKA, and Kazuo A TANAKA, “Material Dependence on Plasma 

shielding Induced by Laser Ablation”, Plasma and Fusion Research:Regular Articles, Volume 7, 

2405065-1～2405065-4（2012） 

○  

２ A. Okabayashi, T. Yabuuchi, H. Habara, and K. A. Tanaka, “Electron Energy Distributions 

Through Superdense Matter By Monte-Carlo Simulations”, Journal of Physics, to appear in 

Journal of Physics in 2013.  

○ 

 

 

○3  M. Hata, H. Sakagami, A. Das, “Kinetic effects on robustness of electron magnetohydrodynamic 

structures”, Physics of Plasmas, to appear in Physics of Plasma in 2013. 

 インド 

 

 ４ Stopping and transport of fast electron in superdense matter, A. Okabayashi, et al, Physics of 

Plasmas, to appear in Physics of Plasma in 2013. 

  

 

（２）国際会議における発表 

 ・著者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、発表題目名、発表した学会名、開催場所、口

頭・ポスター等の形式、論文等の番号、発表年月日を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

 ・査読がある場合、「査読」欄に○印を付すこと。 

整理

番号 

著者名、発表題目名、学会名、開催場所、口頭・ポスター等の形式、論文等の番号、発表年月

日等 

査読 

 

相手国名 

（共同発表の

場合） 

１ 

○Y. Mishima, H. Habara, T. Iwawaki, K. Kikuyama, T. Kono, T. Morioka, K. Morita, M. Nishiuchi, A. 

Yogo, A. S. Pirozhkoｖ, Y. Fukuda, K. Ogura, T. Tanimoto, Y. Sentoku, T. Johzaki, T. Yabuuchi, K. 

Kondo, and K. A. Tanaka, “Control of Fast Electron Spectra, with Different Target Materials”, 

International Conference on High Energy Density Sciences 2012, ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜、神奈川県, 口頭, 

2012.4 月 

  

２ 

○T. Yabuuchi, T. Iwawaki, H. Sawada, H. Habara, K. Morita, D. Nii, A. L. Lei, F. N. Beg, M. S. Wei, 

R. B. Stephens, Y. Arikawa, H. Shiraga, H. Nagatomo, S. Fujioka, and K. A. Tanaka, “Fast electron 

transport in cone-wire-targets surrounded by plasma”, 高速点火ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ﾅﾊﾞﾊﾞﾚｰ､ｱﾒﾘｶ, 

口頭, 2012.11 月 
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（３）国内学会・シンポジウム等における発表 

 ・（２）と同様に記載すること。 

整理

番号 

著者名、発表題目名、学会名、開催場所、口頭・ポスター等の形式、論文等の番号、発表年月

日等 

査読 

 

相手国名 

（共同発表の

場合） 

１ 
○岡林篤紀、“高速点火核融合における高密度プラズマ中での MeV 電子による加熱機構に関

する研究”、卒業論文発表会、大阪大学内会議室、口頭、博士論文、2013.3 月 

○  

２ 
○森岡朋也、“Cherenkov 光による個体中の高速電子伝搬に関する研究”、修士論文発表会、

大阪大学内会議室、口頭、修士論文、2013.3 月 

○  

３ 
○森田澄、“爆縮を模擬したプラズマ中の高強度レーザーの伝搬に関する研究”、修士論文発

表会、大阪大学内会議室、口頭、修士論文、2013.3 月 

○  

４ 
○高岸寛法、“プラズマ衝突現象の実験とシミュレーションの融合可視化”、修士論文発表会、

立命館大学内会議室、口頭、修士論文、2013.3 月 

○  

５ 
○山本剛史、“レーザー核融合炉内で発生するプラズマの挙動解析支援のための半透明融合

可視化”、修士論文発表会、立命館大学内会議室、口頭、修士論文、2013.3.月 

○  

６ 
○泉山豪、“高強度短パルスレーザとプラズマの相互作用によるイオンの追加束に関する研

究”、修士論文発表会、宇都宮大学内会議室、口頭、修士論文、2013.3 月 

○  

 


